
開催日時 研修会内容 開催場所 問い合わせ先 単位
2月1日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

2月3日 福岡市薬剤師会
（土） 安部　伸一
16:30 092-714-4416

2月6日 福岡市薬剤師会
（火） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

2月7日 大川三潴薬剤師会
（水） 坂本　泰敏
19:15 0942-65-0618

2月7日 大牟田薬剤師会
（水） 橋本  和樹
19:00 0944-59-7117

2月7日 直方鞍手薬剤師会
（水） 岸高　正英
19:00 0949-29-7055

2月7日 福岡地区勤務薬剤師会
（水） 江頭　伸昭
19:00 092-642-5921

2月8日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

2月8日 八幡薬剤師会
（木） 森山　尚美
19:30 093-661-1166

2月8日 飯塚薬剤師会
（木） 田原　あけみ
19:00 0948-24-4426

2月9日 田川薬剤師会
（金） 赤木　哲也
18:50 0947-42-8883

2月14日 福岡市薬剤師会
（水） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

2月14日 宗像薬剤師会
（水） 井野　博文
19:00 0940-34-4135

2月14日 筑紫薬剤師会
（水） 小塚　訓靖
19:30 092-571-8116

2月14日 八女筑後薬剤師会
（水） 前間　邦生
19:00 0942-54-1648

2月14日 福岡地区勤務薬剤師会
（水） 渡邊　裕之
19:00 092-642-5919

2月15日 福岡市薬剤師会
（木） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

2月15日 朝倉薬剤師会
（木） 藤木　亮太朗
19:15 0946-52-3777

2月15日 八幡薬剤師会
（木） 森山　尚美
19:30 093-661-1166

2月16日 久留米三井薬剤師会
（金） 牟田　エリカ
19:00 0942-36-7790

2月16日 遠賀中間薬剤師会
（金） 井上　富夫
19:30 093-244-5099

2月18日 福岡県薬剤師会
（日） 青木　和子
10:00 092-271-3791

2月18日 福岡県薬剤師会
（日） 安東　恵津子
13:00 092-271-3791

2月19日 粕屋薬剤師会
（月） 東　多江子
19:00 092-939-3356

2月20日 柳川山門薬剤師会
（火） 大神　修一
19:30 0944-73-8085

2月20日 京都薬剤師会
（火） 川上　幸治
19:00 0930-25-3900

2月21日 福岡市薬剤師会
（水） 安部　伸一
19:00 092-714-4416

2月21日 筑紫薬剤師会
（水） 大賀　麻未
19:30 092-571-8116

2月21日 大川三潴薬剤師会
（水） 坂本　泰敏
19:15 0942-65-0618

2月21日 若松薬剤師会
（水） 赤松　敦子
19:30 093-771-2081

2月21日 飯塚薬剤師会
（水） 田原　あけみ
19:00 0948-24-4426

2月21日 福岡地区勤務薬剤師会
（水） 澁田　憲一
19:00 092-631-5002

2月22日 大牟田薬剤師会
（木） 橋本  和樹
18:45 0944-59-7117

新たなステージへ入ったC型肝炎治療 「40-2017-0378-101」
講師：㈱麻生飯塚病院肝臓内科診療部長　矢田　雅佳

飯塚医師会館4F　講堂 1単位

当院における心不全治療の取り組み 「40-2017-0376-101」
講師：医療法人社団高邦会高木病院循環器内科部長　稲毛　智仁

大木町子育て交流センター2F会議室 申請中

今後の在宅医療における漢方の役割－がん支持療法としての漢方について－
「40-2017-0377-101」
講師：㈱ツムラ福岡製品情報課課長　藏内　浩二

申請中

CKD‐MBD治療におけるミネラル管理の重要性を考える 「40-2017-0374-101」
講師：福岡歯科大学総合医学講座内科学分野准教授　徳本　正憲

福岡センタービル10F　会議室 申請中

抗ヒスタミン薬について 「40-2017-0375-101」
講師：本田耳鼻咽喉科医院院長　本田　晴久

筑紫薬剤師会館 1単位

若松薬剤師会館ホール 1単位

方剤の詳しい使い方　少柴胡湯　他 「40-2017-0371-101」
講師：秀洋堂薬局　上田　秀世

粕屋薬剤師会2F　研修室 申請中

腎機能低下を有する高齢者への抗凝固療法の現状と問題点および要介護状態高齢心
不全患者管理への新しい試み 「40-2017-0372-101」
講師：医療法人村石循環器科・内科院長　村石　昭彦

柳川市三橋町公民館 申請中

骨粗鬆症に関して薬剤師に知って欲しいこと　他 「40-2017-0373-101」
講師：小波瀬病院整形外科リハビリテーション科部長　有田　忍　他

小波瀬病院2F

一般用医薬品：総論と各論　－相談と販売のための知識を学ぶ－　他
「40-2017-0369-101」
講師：佐賀県薬剤師会顧問　高祖　順一　他

アクロス福岡7F　大会議室 2単位

認知症高齢者の現状と対応　他 「40-2017-0370-101」
講師：（公社）福岡県医師会常任理事　原　祐一　他

TKPガーデンシティ博多 申請中

医師―薬剤師間における吸入指導連携の必要性について 「40-2017-0367-101」
講師：久留米大学医学部内科学講座呼吸器・神経・膠原病内科部門（第一内科）助教
木下　隆

ホテルマリターレ創世2F　日月の間 1単位

電話詐欺、薬物乱用防止などについて 「40-2017-0368-101」
講師：福岡県折尾警察署生活安全管理者警視　髙瀬　英彦

遠賀中間薬剤師会館3F　ホール 申請中

FD（機能性ディスペプシア）の病態と治療 「40-2017-0365-101」
講師：田口医院院長　田口　順

ピーポート甘木2F　視聴覚室 申請中

栄養管理 「40-2017-0366-101」
講師：製鉄記念八幡病院薬剤部部長
　　　　（公社）八幡薬剤師会理事　後藤　渉

八幡薬剤師会館 申請中

DOAC登場で変わる抗凝固療法とアドヒアランスの重要性 「40-2017-0363-101」
講師：福岡県済生会福岡総合病院神経内科部長　岩田　智則

アクロス福岡4F　国際会議場 1単位

抗悪性腫瘍剤（CDK4/6阻害剤）パルボシクリブ（イブランスカプセル25㎎/125㎎）
「40-2017-0364-101」
講師：東京大学大学院薬学系研究科育薬学講座教授　澤田　康文

福岡市薬剤師会館講堂 1単位

シックデイでの糖尿病薬の対応 「40-2017-0361-101」
講師：済生会二日市病院糖尿病内科部長　石井　英博

筑紫薬剤師会館 1単位

B型肝炎治療の変遷と今後の展望 「40-2017-0362-101」
講師：久留米大学医学部内科学講座消化器内科部門助教　天野　恵介

八女市民会館おりなす八女　第3研修室 1単位

慢性腎臓病について 「40-2017-0359-101」
講師：㈱アステム血管ＭＣ課福岡担当　関口　男

福岡市薬剤師会館講堂 1単位

症状から見た病態生理：目の病気 「40-2017-0360-101」
講師：広島大学薬学部臨床薬物治療学研究室教授　森川　則文

宗像ユリックス　会議室1 申請中

冷え・月経障害・更年期障害・めまい 「40-2017-0357-101」
講師：：飯塚病院東洋医学センター漢方診療科診療部長　矢野　博美

パドドゥ・ル・コトブキ 1単位

腸疾患の病態と治療 「40-2017-0358-101」
講師：社会保険田川病院消化器内科内科医長　宮原　健輔

田川市民会館 1単位

福岡市薬剤師会館講堂 1単位

1単位

肺がん治療の早期発見、急性期治療、慢性期治療、在宅期治療
「40-2017-0356-101」
講師：産業医科大学教授　田中　文啓

八幡薬剤師会館 申請中

アレルギー性疾患治療剤ルパタジンフマル酸塩（ルパフィン錠10㎎）
「40-2017-0355-101」
講師：東京大学大学院薬学系研究科育薬学講座教授　澤田　康文

福岡市薬剤師会館講堂

集合研修一覧表〈2018/1/31現在〉

患者と医療従事者へのコミュニケーションスキル－アレルギー性疾患治療薬ルパタジン
フマル酸塩を例にして－ 「40-2017-0353-101」
講師：福岡大学薬学部教授福岡大学病院薬剤部長　神村　英利

直方鞍手薬剤師会会館 1単位

抗がん剤曝露防止を取り巻く昨今の状況について 「40-2017-0354-101」
講師：JCHO九州病院薬剤部主任薬剤師　桑村　恒夫

エルガーラホール7F　中ホール 1単位

緩和医療について 「40-2017-0348-101」
講師：㈱アステムがんMC福岡担当　三好　英之

地域貢献としての学校薬剤師活動 「40-2017-0349-101」
講師：東京薬科大学社会薬学研究室教授　北垣　邦彦

天神スカイホール 1単位

漢方薬のご紹介と安全性情報について 「40-2017-0351-101」
講師：㈱ツムラ信頼性保証本部福岡製品情報課　廣末　裕司

大木町子育て交流センター2F会議室 1単位

在宅・外来における医療安全 「40-2017-0350-101」
講師：㈱翔薬　田口　清章

福岡市薬剤師会館講堂 1単位

胃がんのがん化学療法について 「40-2017-0352-101」
講師：大牟田天領病院薬剤部　緒方　進

大牟田市立病院2F　大会議室 1単位

在宅における多職種連携について　他 「40-2017-0379-101」
講師：㈱タカラ薬局タカラ薬局　千早金子　友紀　他

エーザイ㈱福岡コミュニケーションオフィス 1単位

在宅医療における服薬介助の工夫　他 「40-2017-0380-101」
講師：エーザイ㈱アクセス＆アウトカム本部推進部キーアカウントマネージャー原　謙三
他

大牟田文化会館 1単位



開催日時 研修会内容 開催場所 問い合わせ先 単位

集合研修一覧表〈2018/1/31現在〉

2月22日 戸畑薬剤師会
（木） 髙橋　弘之
19:15 093-882-5589

2月23日 筑紫薬剤師会
（金） 小塚　訓靖
19:30 092-571-8116

2月25日 九州漢方研究会
（日） 戸田　昭洋
10:00 092-751-3962

2月27日 福岡市薬剤師会
（火） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

2月27日 糸島薬剤師会
（火） 細川　禎久
19:30 092-331-1177

2月27日 八幡薬剤師会
（火） 森山　尚美
19:30 093-661-1166

2月27日 小倉薬剤師会
（火） 入江　利行
19:00 093-941-3518

2月27日 飯塚薬剤師会
（火） 田原　あけみ
18:45 0948-24-4426

2月28日 福岡市薬剤師会
（水） 安部　伸一
19:30 092-714-4416

2月28日 京都薬剤師会
（水） 杉山　信博
18:50 0930-25-3900

透析に行かせないためのCKD診療－チーム医療と薬剤師の役割－
「40-2017-0381-101」
講師：医療法人海の弘毅会新北九州腎臓クリニック理事長・院長　海津　嘉蔵

戸畑生涯学習センター　 申請中

症例から考える「心疾患」－新コアカリ代表的8疾患①－ 「40-2017-0382-101」
講師：福岡大学筑紫病院薬剤部長　今給黎　修

筑紫薬剤師会館 1単位

東洋医学の考え方「傷寒論」　他 「40-2017-0383-101」
講師：平成病院和漢診療科　甄　立学　他

博多バスターミナル9F　ホール 4単位

透析患者を含めた慢性腎臓病（CKD）患者への薬物投与－原則の理解と最近の薬物－
「40-2017-0384-101」
講師：医療法人財団華林会村上華林堂病院腎臓内科部長　村田　敏晃

福岡市薬剤師会館講堂 申請中

胃がんの基礎について 「40-2017-0385-101」
講師：㈱アステムがんMC福岡担当　三好　英之

伊都文化会館視聴覚室 申請中

栄養管理 「40-2017-0386-101」
講師：製鉄記念八幡病院薬剤部部長
　　　　（公社）八幡薬剤師会理事　後藤　渉

JCHO九州病院 申請中

変化する大腸癌化学療法 「40-2017-0387-101」
講師：独立行政法人国立病院機構小倉医療センター外科医長　豊福　篤志

小倉薬剤師会3Ｆ　研修室 1単位

かかりつけ医における抗血栓療法の注意点 「40-2017-0390-101」
講師：川崎医科大学消化管内科学教授　塩谷　昭子

京都医師会館 申請中

症例を用いた添付文書・インタビューフォーム活用の実践 「40-2017-0388-101」
講師：神戸薬科大学薬学臨床教育センター准教授　波多江　崇

飯塚研究開発センター　多目的ホール 1単位

プライマリケアと漢方－肩こり、頭痛など－ 「40-2017-0389-101」
講師：㈱ツムラ製品情報部福岡製品情報課課長　藏内　浩二

福岡市薬剤師会館講堂 申請中


